
せつめい トピック３ たべもの だい６か

1 すきな 　 　 　 　 　 は 　 　 　 　 です
Sukina  　　　　　　　wa　　　　　  desu

使い方

Sukina ryoori wa karee desu.
すきな　りょうりは　カレーです。

基本文

My favorite dish is curry.

はN1 N2
すきな

きらいな
です。

構造図

My favorite dish is tempura.

I don't like fish. (The dish I don't like is fish.)

Sukina ryoori wa tenpura desu.

Kiraina tabemono wa sakana desu.

①すきな 　 りょうりは 　 てん ぷらです。

②きらい な 　 たべも の は 　 魚です。

例文

なんはN
すきな

きらいな
ですか。

あるカテゴリーの中で、すきなものやきらいなものを言うときに使う

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの
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Use

Structure

Basic sentence

Examples

1 すきな 　 　 　 　 　 は 　 　 　 　 です
Sukina  　　　　　　　wa　　　　　  desu

Sukina ryoori wa karee desu.
すきな　りょうりは　カレーです。

My favorite dish is curry.

N1
すきな

きらいな

My favorite dish is tempura.

I don't like fish. (The dish I don't like is fish.)

Sukina ryoori wa tenpura desu.

Kiraina tabemono wa sakana desu.

①すきな 　 りょうりは 　 てん ぷらです。

②きらい な 　 たべも の は 　 魚です。

N
すきな

きらいな

Used when talking about what one likes or dislikes within a specific
category.

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

は N2 です。

なんは ですか。

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

1 すきな 　 　 　 　 　 は 　 　 　 　 です
Sukina  　　　　　　　wa　　　　　  desu

Sukina ryoori wa karee desu.
すきな　りょうりは　カレーです。

Mi plato preferido es curry.

N1
すきな

きらいな

Mi plato preferido es tempura.

No me gusta el pescado. (La comida que no me gusta es el pescado.)

Sukina ryoori wa tenpura desu.

Kiraina tabemono wa sakana desu.

①すきな 　 りょうりは 　 てん ぷらです。

②きらい な 　 たべも の は 　 魚です。

N
すきな

きらいな

Se usa para expresar un gusto personal dentro de una categoría específica.

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

は N2 です。

なんは ですか。
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③Ａ：すきな　りょうりは　なんですか。

　Ｂ：すしです。

A: Sukina ryoori wa nan desu ka.

B: Sushi desu.

A: What is your favorite dish?

B: It's sushi.

A.N1は「料理」「食べもの」「飲みもの」などのカテゴリーを表すことば

  である。

解説Commentary

③Ａ：すきな　りょうりは　なんですか。

　Ｂ：すしです。

A: Sukina ryoori wa nan desu ka.

B: Sushi desu.

A: What is your favorite dish?

B: It's sushi.

A. N1 is something from one of the categories "cooking", "foods" or 

　"drinks."

Explicación

③Ａ：すきな　りょうりは　なんですか。

　Ｂ：すしです。

A: Sukina ryoori wa nan desu ka.

B: Sushi desu.

A: ¿Qué comida le gusta más?

B: El sushi.

A. N1 es algo dentro de las categorías de "platos cocinados", "comida" o

    "bebida".


